
オンラインで起業・集客するなら自動化が９割 

０から月収100~3000万円達成者続出中！ 

１度仕組み化するだけ で毎月安定的に売れる 

「 自動化の仕組み 」を一緒に作りませんか？ 

自動化実践プログラム 
【Step1】「商品・サービス」を作って、 

【Step2】「LINEやメルマガ」で自動化！ 

プロモーションで年商UP はもちろん、 広告で加速できるList Mining Club もリニューアル！ 

楽しく繋がれると好評の Zoomグループコンサル も解禁！ 

コロナ時代 集客 売上に困っている に や 

起業家・ 経営者 為 何かお役に立てないか？ の に 

コロナショックによって、大きく時代は変わりましたね。 

多くの仕事はオンライン化になり、テレワークが主流になり、キャッ 

シュレス化を導入し、スピーディに変化に対応できた企業だけが生き 

残りました。 

特に、 「オンライン化×自動化」を主体としてビジネスを展開してい 

る企業だけが生き残り、さらには売上を伸ばしているという事実。 

国が自粛を促す度に、集客に苦戦する企業や個人事業者が続出しまし 

た。Youtubeで嘆く、個人飲食店オーナーやアパレルショップのオーナー。施術をストップするセ 

ラピストや整体師。企業は雇用をどんどん縮小しました。 

何十年も続く老舗が集客に苦戦し潰れました。そして、オンライン化に乗り遅れた企業は、残念で 

すが、次々と倒産していきました。 

それを目の当たりにし、 

「自分にも何か社会に貢献できることはないか？」 

と必死に考えた結果、私が得意なWEBマーケティングスキルをオンラインで学べる様に提供すれ 

ば、多くの起業家さんや経営者さんのお役に立てるのではないか？ 

そう考えて作ったのが、 「ビジネスのオンライン化」と「集客の自動化」を実現する為の自動化実 

践プログラム です。 

この自動化実践プログラムはコロナ時代に大ヒットして、多くの起業家さんや経営者さんのビジネ 

スをオンライン化して頂き、集客の自動化を実現するお手伝いをしてきました。 

お陰様で、 

・「 働く時間は半分になったのに、初月で売上は１０倍！ これぞ自動化のプロ！」 

・「2008年から情報発信をしてきて、たくさんの講座やコンサルを受けてきましたが、 短時間で 

ここまで明確な道筋を教えてくれる人はいませんでした！ 」 

・「彦坂さんのコンサルのおかけで 頭が整理できて、サクッと売上を作り、また大きな目標が出来 

ました！ 」 

と、たくさんの感謝の声を頂ける様になりました。 

こんなにも感動し感謝してくれる仲間がいるのであれば、自動化実践プログラムメンバーを募集し 

ない訳にはいきませんよね？ 

お金、 時間、集客、実績者、 まずは そして 

ライフスタイル 充実 そして も させよう 

自動化実践プログラムメンバーと定期的に、 

「２泊３日で自動化の仕組みを作ろう！大人 

の修学旅行！」 をやっています。(といって 

も、いつも３，４泊しているのですが) 

元々は半強制的に自動化を作って貰う為に企 

画したものなのですが、これがいつも大好評 

です。 

いつも思うのですが、自動化実践プログラム 

生って素敵な人が多いんですよね。 

人間力の高い方達ばかりで、喜ばれる引き出しをたくさん持っている方ばかり。自主的にオススメ 

のお店を予約してくれたり、いつの間にかタクシーを呼んでくれたり。 

そして、圧倒的に人生を楽しもうとしている方々が多いんです。 

「あー最高すぎる！」と、３０回以上は口走ってしまうほど、楽しい修学旅行でした。 

そんな仲間たちに当たり前の様に囲まれていたら、人生が豊かになって当たり前ですよね？ 

自動化実践プログラムは、お金だけを成功の定義にしていません。人生を最高に楽しんでいる人を 

成功の定義にしています。 

キャッシュフロー、集客フロー、マネタイズフロー、価値提供フロー、実績者フロー、時間フロ 

ー、ライフスタイルフローの全てが、人生を最高に楽しむ為のピースだと思っています。 

その為に、僕らが実践している手段は、一体何なのか？ 

「自動化の 仕組み」 僕らは 

シンプル 作った を に だけ 

今、現存する会社が１０年後に残る確率は６．３％。 つまり９４％の会社が、 テクノロジーとAIに 

支配され、倒産すると言われています。 

これは我々、経営者や個人起業家も、例外ではありません。 時代の変化、アルゴリズムや法律、コ 

ンプライアンスの変化により、スピーディに対応出来ない人たちは、これからかなり厳しい時代が 

やってきます。 

『潰れますか？それとも、生き残りますか？』 

我々は、時代性を読み解きながら、常にアップデートし続ける普遍的なスキルを身に付ける必要が 

あるのです。 

そして、 

「ビジネスをオンライン化したい！」「集客を自動化したい！」「もっと自由に旅行に行きた 

い！」「もっと家族との時間を増やしたい！」「肉体労働から抜け出したい！」 「資産になる仕組 

みを作りたい！」「親孝行したい！」「もっと突き抜けたい！」「売上のステージをもう１つUP 

させたい！」 

こんな声を頂く様になりました。 

コロナで困っている起業家・経営者さんのご期待の声にお応えして、、 

さらに進化した自動化実践プログラムを極少人数だけ募集する事を決心しました！ 

僕らがやった事と言えば、『シンプルに自動化の仕組み』を作っただけ。 

メルマガやLINEの自動で売れる仕組みを作って、ブログ、youtube、SNS、Facebook広告で見込 

み客集客する装置を設置しただけです。 

お陰様で、これまでも素晴らしい成果者を輩出する事が出来ましたので、 ほんの一部になります 

が、ご紹介しましょう！ 

自動化した結果・・・ 

メルマガやLINEを流せば・・・ 

メルマガシステム マイスピー の の 

活用事例コンテスト １位の大賞受賞 で 

クライアントさんからも、メールでたくさんのメッセージを頂きました！ 

「 マイスピー大賞おめでとうございます。流石すぎます！自分の師匠が結果を出すというのは憧れ 

ますし、素直に嬉しいです。 」 

「 また、今回は彦坂さんがマイスピー大賞受賞されたとの事で、大変 嬉しく思っております！と、 

同時に私の先生に当たる方でさえも、どんどん進化されている のを目の当たりにして、もっと頑張 

らなきゃ！ と刺激になりました。 」 

「 彦坂さん、まずはマイスピーの活用コンテンスト大賞おめでとうご ざいます。改めて私は凄い方 

の教材＆コンサルを購入したんだなと 感じています。 」 

「 彦坂さん、この度はマイスピーでの大賞を受賞され、誠におめでと うございます。このような方 

の元でコンサルティングを受けられて いることをとても光栄に思います。 」 

etc… 

メルマガ 送る事なく自動化 を で 

100～500 安定 仲間が続出 月収 万円を させる 

普段私は月に１通程度しかメルマガを配信していません。 

私だけじゃなく、自動化実践プログラムメンバーも同じく、ほとんどメルマガを配信していないに 

も関わらず、毎月 安定的に１００～５００万円を メルマガの自動化、つまりステップメールやステ 

ップLINEでマネタイズ出来ている方も多いです 。 

自動化実践プログラムでは、１度設置したメルマガを自動化して売上を上げるを推奨しています。 

だから、一度、自動化の仕組みを作ってしまえば、毎日メルマガを書く必要はありません！ 労働し 

て稼ぐというサラリーマン思考は一切捨てて頂いて、 「仕組みが働く」 「価値提供＝売上」 「ライ 

フスタイルそのものがビジネス」 という思考に、パラダイム・シフトして頂きます。 

あなたが作ったステップメールは、今後、長期に渡ってあなたの代わりに働いてくれ、 あなたのお 

金と時間を沢山増やしてくれる事でしょう。 このメルマガの自動化だけでも、結構な年収を確保出 

来ますね！ 

毎月1,000万円安定も可能！ 

facebook広告と集客の自動化を組み合わせれば、毎月１０００万円も可能です。 

年に１度だけの月収１０００万円じゃ、少し寂しいですよね？どうせなら、毎月安定的に１０００ 

万円が売れる仕組みを作って自動化してしまった方が良いですよね？ 

年に１度だけの月収１０００万円の労力と、毎月安定的に１０００万円の労力は、ほとんど変わり 

ません。 たった１度やった労力が、長期的に売れる自動化の仕組みになるのであれば、コスパが良 

過ぎと思いませんか？ 

これはやらない方がもったいないですよね？ 

自動化の醍醐味は、毎月安定的に集客し、売上を上げ続けられる所にあるのです。あなたも、毎月 

安定的に集客し、売上を上げ続けられる起業家になりませんか？ 

LINEやメルマガ 送れば月収4,000万円！ を 

さらに、収入を伸ばしたければ、たまにLINEやメルマガを書いたら良いです。 

上記は企画を募集した時の２４時間のメールボックスですが、５０～１５０万円のサービスの【決済完了】とい 

う通知が鳴り止みませんでした。 

この時は結局、月収４０ ００万円(ほぼ利益)の売り上げになりました。 

自動化だけでも良いのですが、たまにメルマガやLINEを書くことで、年収を大きく伸ばすことも 

出来ます。私達はこれをプロモーションと呼んでいます。 

もちろん、これは私だけではなく、実践プログラム メンバーも同じ様に、大きな成果を出している 

方も多いです。 

報酬画像とメルマガ読者数 

念の為、一部報酬画像と直近のFacebook広告の運用データを載せておきます。ちなみにメルマガ 

は毎日５０～１００人位集客出来ています。 

【報酬画像】 

【メルマガ読者数】 

発信したい情報 
好きや得意 高単価商品 を に 

好きや得意と時代性が重なった所が商品やサービスになります。特に時代性に合ったモノを商品や 

サービスにするだけで、とても楽に集客できる様になります。 

現状、 商品やサービスがなくても大丈夫です。 ９５％の方は、商品やサービスがない所からのスタ 

ートです。作成する為のワークがありますので、一緒に考えていきましょう！商品やサービスを見 

直したい場合も大歓迎です。 

それでもない場合は、マーケティングや広告など、これから身につけたスキルや経験を商品化して 

販売も出来ます。もしくは私の無料メルマガをアフィリエイトしてスキルや経験を積むこともでき 

ますのでご安心下さい。私自身もここから始めましたので。 

クライアントさんの商品やサービス作成事例 

コンサルやコーチング、店舗集客、お教室集客、WEBコンテンツ、WEBプログラム、セッション 

パッケージプログラム、トレーナープログラム、月額制のオンラインサロン、物販 etc… 

クライアントさんのジャンル事例等 

物販、YouTube、アフィリエイト、ブログ、メルマガ、自己アフィリ、不用品販売、twitter集客、 

インスタ集客、facebook集客、ライブ配信集客、セミナー集客、Kindle出版、LPライティングコ 

ーチ、セールスコーチ、マーケティングコーチ、コピーライティング、高単価商品設計、 

YouTuberプロデュース、facebook広告、google広告、ヤフーリスティング、note販売、動画マー 

ケティング、フリーランス起業、デザイン、占星術、タロットセッション、ホロスコープセッショ 

ン、オラクルカードセッション、強み発掘セッション、里神楽の伝統芸能、気功、古武道、空手、 

英語、FX、競馬、健康、ゴルフ、薬剤師、栄養、不動産、コーチング、コミュニケーション、婚 

活、恋愛、パートナーシップ、妊活、睡眠、ナンパ、飲食店、整体師、美容師店舗、経営者集客、 

個人起業家集客、通販、ダイエット、顧客単価アップ、パートナーシップ、パーソナルトレーナ 

ー、ピアノコーチ、動画編集、LP制作、HP制作、LINEステップ集客、zoom集客、コンテンツ販 

売、オンラインサロン、etc… 

など、 多種多様の好き(得意)をビジネスにしてマネタイズしています。 

やりたい事、好きや得意があれば早いです。 それも無ければ、まずは速攻で実績を作る環境もご用 

意しておりますので、ご安心下さい。 

売上UP シンプル はとても 

①単価×②リピート×③新規集客 

①単価UP 

まず最初に商品単価の見直しをして頂いています。例えば、個別セッションが5,000円で販売して 

いる女性コーチが、年間プログラム３０万円にして頂いたり、パートナーシップの３ヶ月のセッシ 

ョンプログラム３５万円を作成し初月で成約したり、情報発信０から年間ブログコンサルが６５万 

円にして頂いたり、物販コンサルを１２５万円にした貰ったりしています。 

商品設計のポイントは、あなたが働いた時間が重要ではなく、クライアントさんに対して、いかに 

価値提供出来るかを考えて貰うという事がポイントになります。 

②リピート率UP 

以前、コミュニティの募集をした時に購入者さんの６０％はリピーターさんでした。つまり、私の 

コンサルを再購入されている方々が、かなり多いという事です。 

これは、私が提供するノウハウは、積み上げ式になっている為に、積み上げれば積み上げる程、売 

上が上がり易いというのと、同じ志を共有し切磋琢磨出来る一生涯の仲間という横の繋がりが大き 

のは間違いありません！ 

先日、初月で６件のコンサル契約をしたクライアントさんは、全て既存のクライアントさんからの 

成約でした。ある女性のクライアントさんはリピートだけで、新規の３倍の月収７５０万円の利益 

を得ています。 

③新規集客数UP 

自動化実践プログラムでは、常に新規の見込み客リストの獲得を潤沢に獲得する事を推奨していま 

す。というのも、自動化の仕組みに、新規集客は必須だからです。そして、自動化実践プログラム 

では最低３つの新規集客の流入網の開拓を推奨しています。 

潤沢な新規集客があれば、過度なセールスは不要になりますからね。１つずつ新規の見込み客の集 

客網を攻略していきましょう！ 

「これで合っているの？」 徹底添削！ を 

成果 秘訣 オーダーメイド型コンサル の は 

自動化実践プログラム生がここまで成果を出せる理由は、結果にコミットメントしたプログラム体 

制にあります。 

その中でも、大好評なのがマンツーマンのオーダーメイドコンサルです。 

１人１人にあったオーダーメイドコンサルをしているから、好きな事、得意な事を楽しく実践出来 

るのが大きな要因ですね！もちろん、今は実績がない！って場合でも大丈夫です。 

あなたに合わせたオリジナルコンセプト作り、商品作成をしていきましょう！ 

もちろんやレターの添削、売れるステップメールやステップLINEは、彦坂の得意中の得意です。 

長期的に資産化する仕組みを一緒に作っていきましょう！ 

※通話コンサル後のクライアントさんのシェア 

１人 個人 出来る事 限界 の で は がある 

∞ あなた×コミュ＝ (相乗効果) 

１人の個人で出来る事は限界があります。 １人の目標を達成する為には、 もしかしたら２０年、３ 

０年掛かるかもしれません。 

しかし、あなたとコミュニティの力が掛け合わされば その破壊力は無限大になります！ １人ではと 

ても考えつかなかったアイディアが、 コミュニティでは次々とシェアされているのです！ 

さらに、ついつい弱気になってしまったり、 後戻りしたくなった時は、 いつでもコミュニティのメ 

ンバーが勇気をくれます！ 

ただ、モデリングすれば良いんです。 「集客のしくみ化実践講座」には、 既に最前線をひた走って 

いる仲間がいますので！ あなたにいつでも大きな勇気をくれるでしょう！ 「あなたなら大丈夫！」 

ってね。 

「全部参加します！」 大好評の と 

zoomグループコンサル 

「めちゃくちゃ価値が高い！」「メンバー同士の相乗効果が高い！」「全部参加します！」 と大好 

評のZOOMグループコンサル。 

様々なジャンルのコーチ・コンサル・セラピストなど起業家や経営者のスペシャリストさん達が、 

みんなであなたの悩みや解決するシーンが多くあり、素晴らしい”場の価値”を生んでいます。 

「コンサル×コミュニティ」 は 

12ヶ月間＆３コースをご用意！ 

今回の企画では、あなたが選び易い様に３つのコースをご用意しました。 

■ 「グルコンCLUB」 ：商品作成×自動化カリキュラム、コミュニティ、セミナー、イベント、月 

１回のzoomグループコンサルが受けられる！ 

■ 「コンサルCLUB」 ：月１回までの zoom個別コンサルが 使える！ 「グルコンCLUB」の全てが 

含まれます。 

特典：累計売上１００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※スタートから、月１の通話コンサル受講が条件) 

■ 「List Mining Club」 ：Facebook広告運用で見込み客集客を加速させるスキルを身に付けられ 

る ！「コンサルCLUB」の全てが含まれます。さらに、 月１回のzoomで広告研究会を開催しま 

す。 

特典：累計売上３００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※スタートから、月１の通話コンサル受講が条件) 

頂いた価格以上の価値を提供する事が私のモットーですので、 それぞれのコースを見ながら、あな 

たの目標にあったコースを選んで頂ければと思います。 

コンサルティングとコミュニティ運営期間は、３コースとも決済時から１年間になります。 

商品作成×自動化 
「グルコンCLUB」 

安心の環境 

お互い成長の為に熱狂し合える 

参加型Facebookグループ 

こんな感じでメンバー１人１人が成果報告や失敗談などを投稿しています。上記は、 自分の成 

果を出すまでに至った過程をYoutube動画にして、みんなにシェアしてくれました。 

参加型Facebookグループでは、上手く行ってない方を チームのメンバーがみんなで引き上げ 

たり、メンバーの成果報告で 刺激を貰ったりと、 本当に素晴らしいメンバーに囲まれる事が出 

来ました。 

お陰様で、一度は挫折しそうになったメンバーも、 仲間が居たからこそやり切れた仲間が続 

出！ 

マインドブロック破壊出来るのは、 コミュニティならではですね！ 今まで自分の限界値やここ 

までと思っていても 私や周りのメンバーを含めて、 いい意味でそのマインドブロックを破壊し 

てくれます。 

困った時には手を差し伸べ、 闘う時はみんなで応援し合い、 上手くいった時はみんなで 賞賛し 

合える素晴らしい環境です。 決して、個人だけでは手に入らない環境が ここにあります。 

ですので、分からない事などを、 コミュニティに書き込んで頂くだけで 多くの為になる情報や 

裏情報が 飛び交う様になります。 もちろん無制限で使えます。 『お互いの成長の為に熱狂し合 

える参加型コミュニティ』 は、 私が最も価値を置いているものの１つです。 

メンバーから更に輪を広げる 

SNSシェア環境 

facebook、Twitter、YouTube、instagramなど、 コミュニティメンバーには、各メディアを 

構築して育てていって貰います。 

個人では、友達やフォロワーを増やすのが困難でしたが、 コミュニティメンバー同士が積極的 

にシェアやいいね！やコメントをする事で、 友達が友達を呼び、倍々ゲームの様にフォロワー 

を増やしていける様にしていきます。 まさに総力戦です。 

これまで個人では決して太刀打ち出来なかった問題を、 チームの力を結集させて闘っていきま 

す。 

このSNSチームシェアシステムを導入する事で、フォロワーを増やしメルマガ読者さんを増 

やすだけでなく、 情報発信における自分メディアの構築、そしてチームとしての結束力を高め 

ていく事が出来る様になります。 

まずは、私と繫って下さい。そこから徐々に輪を繋げていきましょう！ 

お互いのコンテンツを客観的に 

アドバイスし合えるアドバイスフォーラム 

情報発信する上で「これって客観的にどうやって見えてるの？！」という部分が一番知りたい 

部分だと思います。LP、動画、ステップメール、ステップ動画、ブログなど、この「アドバ 

イスフォーラム」に投稿して頂ければ、メンバーがみんなでアドバイスしてくれます。 

こんな感じで、メンバーのやり取りを見ているだけでも、あなたの情報発信に即取り入れる事 

が出来ます。また、 アドバイスフォーラムであなた自身の客観的意見を書き込む事で、メンバ 

ーからの信頼残高が一気に上がるのと同時に、あなた自身のコンサルスキルもグーンと高める 

事が出来、一石二鳥になります。 

是非、この素晴らしい環境を使い倒して下さい。 

質問フォーラム 

リクエストにお答えして、質問フォーラムをつくりました。１人が疑問に思った事は、みんな 

も疑問に思っている。１人が躓いたところは、みんなも躓づく。という事で、こちらで質問や 

疑問を解消する事が出来ます。 

月１回のzoomグループシェア＆コンサル 

これまでzoomでのグループコンサルティングは継続者向けにやっていたのですが、リクエス 

トで全体でグルコンをやる様になったら、大好評でした。自動化実践プログラムでは、月１回 

定期的に開催して行きたいと思います。日々の作業報告、成果報告、質問等、結構ラフに楽し 

くやっています。 

↑初めて参加されたクライアントさんからも、「あんなに発言しやすい雰囲気だと思っていな 

くて、とても楽しい時間です。」と大好評！ 

オリジナルブランドを作る為のワーク 

現状と目標の把握 

理想のお客様を引き寄せるペルソナの設定 

ペルソナが響くストーリー１５の洗い出し(情報発信の核) 

ペルソナが響くキャラクターの設定 

ペルソナが響くコンセプトメイキング 

あなただけのマーケティングフロー戦略を書いてみよう 

あなたの強みを押し出した売れるキャッチコピーを作る為の５ステップワーク 

毎月の売上目標を入れると何をすれば良いか明確化できる目標達成シート(大好評) 

あなただから選ばれるポジショニング 

売れるLPのキャッチコピーの作り方 

２０１５年１２月からコンサルティング事業をスタートしてから、毎年ブラッシュアップして 

きて出来たあなたオリジナルブランドを作る為のワーク集です。 

まずは現状と目標の再確認です。しっかり見える化する事で、これからのあなたの成長を確認 

出来ます。次に理想のお客様であるペルソナの設定です。 ペルソナを設定するがターゲットを 

絞らない事を推奨しています。これにより、広くそして深く理想のお客様を集客出来る様にな 

ります。 

そして、ペルソナに響くストーリー、キャラクター、コンセプトを元に情報発信をしますの 

で、自然と理想のお客様が引き寄せられてきます。これにより、サービス提供やコミュニティ 

の運営もし易くなり、リピート率もUPできます。 

そして、あなたオリジナルのマーケティングフローを作成して貰います。つまり仕組みの全体 

像です。見本がありますので、それを見てあなた自身が書いて下さい。あなた自身が自分のビ 

ジネスの全体像を自主的に組み立てる事でやる気がみなぎり、長期的なビジネスになり、実力 

も付く様になります。誰かにやらされているビジネスは続くはずもありませんからね。 

マクロを把握したら、ミクロである商品ページの作成の為のポジショニングと売れるキャッチ 

コピーの作成です。５ステップで構成されています。 

ここれが出来てしまえば、紹介や口コミが増える上に、あなたの集客は驚くほど楽になり、や 

る気も一気に引き上がっていきますよ！楽しみにしていて下さい。 

商品作成マスターパック 

集客の仕組みの全体像 

売れる商品の作成方法 

コミュニケーション系の商品作成ケーススタディ 

健康系の商品作成のケーススタディ 

スキル系の商品作成のケーススタディ 

スピリチュアル系の商品作成のケーススタディ 

「商品が作れない！」こんな悩みを徹底的に解決する為に導入したのが、商品作成マスターパ 

ック。あらゆるジャンルも商品化出来ますし、それと同時に高単価商品に変換する事も出来ま 

す。 

私も多くのジャンルのコンサルティング事業に携わってきましたが、今回は様々なジャンルで 

もすぐに商品ページが作成出来る様に、商品ページ作成のケーススタディを複数用意しまし 

た。 

一緒に、ファンから愛される素晴らしい商品を作っていきましょう。 

総合力を身につける必須スキル 
10マスターパック 

マインドマスターメソッド 

コンセプトメイキングマスターメソッド 

ブランディングマスターメソッド 

メルマガ集客マスターメソッド 

ワードプレスマスターメソッド 

コピーライティングマスターメソッド 

マーケティングマスターメソッド 

セールスマスターメソッド 

コンサルティングマスターメソッド 

アナライジングマスターメソッド 

集客やマーケティングで、継続的に商品やサービスを販売していく為には、総合力を身につけ 

る事は必須です。 

今回の「集客のしくみ化実践プログラム」では１０個の必須スキルを身に着けて頂く為のノウ 

ハウを余す事なくお教えしていきたいと思います。 

消化不良を防ぐために毎月お渡ししてきます。 

楽しみにしていて下さい。 

６つの自動化テンプレートからセレクト 
自動化マスターパック 

ステップメール型 

LINEステップ型 

動画ローンチ型 

ウェビナーローンチ型 

プロモーションリメイク型 

ライブローンチ型２０２１ 

これまでの 「自動化実践プログラム」 では、 たった７通のステップメールで自動化 する事を推 

奨していました。ステップメールは全て私が添削しているので、このステップメールを設置し 

た方の殆どが、自動化に成功しました。 

しかしながら、自動化の仕組みは１つじゃないといけないというルールはありません。複数の 

自動化の仕組みを作っても良いのです。 

例えば、 既存のステップメールの仕組みに、LINEステップを組み合わせるだけで、売上が２ 

～４倍になるという事も十分にあります。 例えば、同じ商品でも、売れなかった人にウェビナ 

ーローンチで再アプローチをする事で、成約するというケースも多いです。 

もちろん１つの自動化をセレクトしても良いですし、組み合わせても良いのです。こちらも、 

私と相談しながら、あなたのサービスやジャンルに合わせて一緒に作り上げていきましょう！ 

更に特典 

彦坂愛用メルマガシステムのマイスピー 

１ヶ月使用料無料券プレゼント 

メルマガシステムはいくつか使い分けているのですが 

現在、メインではこのマイスピーを使っています。 

今回、私の企画に参加して頂けた場合は、マイスピーの１ヶ月分の使用料無料券をプレゼント 

します。 マイスピーは非常に使い易いです。 

色んな機能が付いているのですが、一番気に入っているのは、 読者さんを全てのシナリオ別の 

一括管理出来る所ですね！ 

例えば、読者さんがどのシナリオを登録しているのかとか、 どんな教材を買った事があるのか 

を一目瞭然で確認する事が出来るのです。 

つまり、見込み客管理が徹底的に出来るのが、このマイスピーの最大の特徴ですね！ 

私の様にリストマーケティングを細かくやっている人間にとっては、 マイスピーは素晴らしい 

ツールになります。 

そういう経緯もあって、マイスピーさん側から「彦坂さんのコンサル生さんなら！！」 とい 

う事で、１ヶ月間の使用料(２ヶ月目が無料)を無料にする権利を頂きましたので、 自動化実践 

プログラムに参加されるメンバーには、この権利をプレゼントしますね！ 

これで、「集客のしくみ化実践プログラム」に参加後、無駄な経費を極力掛ける事なく 実践し 

ていく事が出来る様になりますね！ こちらも既にマイスピーをお使いの場合は適用されません 

のでご了承下さい。 

※ただし既にマイスピーを使った事がある場合はこの権利は使用出来ません！ 

無料オファーVIP報酬単価設定権利 

私の無料オファーでもあるメルザップは、自動化実践プログラム生限定で、バックエンド成約 

１件１～３万円のアフィリエイト報酬の所、１件２.５～６万円のVIP報酬単価をつけさせて 

頂きます。 

・これまでのURLと同じURLで紹介 

・メルマガ登録時報酬０円 

・バックエンドグルコン１万円 コンサル生２.５万円の報酬 

・バックエンドコンサル２万円 コンサル生４.５万円の報酬 

・バックエンドLMC３万円 コンサル生６万円の報酬 

・クッキー１年有効 

この無料オファーアフィリエイトは私自身が初期実績を作る上でとても重要な役割を持ちまし 

たし、自動化実践プログラムでも、このメルザップを使って素晴らしい初期実績を作った仲間 

も少なくありません。現状、商品がなくてもこのメルザップのLPにアクセスを集めるだけ 

で、初期実績をつくることも可能です。 

長期的 売れ続ける 自動化 仕組み に の と 

安心の環境 手に入る学費 ？ が は 

経営者 彦坂 雇い ？ として を ませんか 

これだけ、至れり尽せりの企画でいくらの投資価値があると思いますか？ 

これまで「自動化実践プログラム」では、 お陰様で月収１００～５００万円の継続売上を手に入れ 

たり、プロモーションでも月収2,000万円や、日収3,000万円の売上を上げるメンバーが続出しま 

した。 

あなたは、ステップメール＆LINEやレターを設置し、後は見込み客を自動で集客の仕組みを設置 

すれば、 安定的に売れ続ける仕組みを手に入れる事が出来る様になったりします。 

まさに、長期に渡って売れ続ける『資産』が手に入る訳です。 

さらには、切磋琢磨し、どんな時でも助け合える仲間と出会える訳ですからね！ 

これはプライスレスですが。。 

切磋琢磨出来る濃いメンバーに囲まれながら、 私のコンサルティングが受けられる 訳ですし、 

これまでの「自動化実践プログラム」でこれだけ多くの実績者を輩出している訳ですから、妥当な 

学費ではないでしょうか？ 

そして、１経営者として１人の社員、１人のパートを１年間雇う感覚で、１人のコンサルタントを 

雇ってみるのはいかがでしょうか？費用対効果とコスパが良凄ぎることに気がつくと思います。 

という事で、今回の企画の学費の発表です。 

■ 「グルコンCLUB」 ：決済時から１２ヶ月間 

商品作成×自動化カリキュラム、コミュニティ、月１回のzoomグループコンサルが受けられる！ 

※学費 

【銀振】 

・５５万円(税抜)のところ、 

・振り込み一括特典：５０万円(税抜) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：５５万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

※ 当日決済特別特典：「税抜 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 ５５万円(税込)のところ、 

・振り込み一括特典：５０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：５５万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

「グルコンCLUB」に参加する 

１対１の通話コンサル可能 
「コンサルCLUB」 

グルコンClubの全て 

上記のグルコンClubの全てが付きます。 

マンツーマンコンサルが受けられる 

通話コンサルティング 

私のコンテンツは、「とても分かり易くて彦坂さんに教えて貰いたい！！」という声が多いの 

ですが 私の音声コンサルティングは、「一瞬にして悩みを解決して分かり易い！！」 「ネガテ 

ィブな私もいつも背中を押してくれて勇気を貰えました！」などクライアントさん からは沢山 

の高評価を頂きました。 

それぞれのコンテンツはより分かり易く作ってあるのですが、 さらに通話コンサルティングを 

行う事で一切の死角をなくしました。 

私は、いつまでこのマンツーマンの直接指導をするのかは未定ですが、 今回の企画のコンサル 

Clubでは、しっかり企画運営者の私が直接zoomコンサルティングをして あなたを成功へと導 

いていきます。 

【感想１】やることを優先順位付けて、はっきりお伝えいただけるのが、私にはピッタリ！ 

【感想２】２００８年からたくさんの講座やコンサルを受けてきましたが、短時間でここま 

で明確な道筋を教えてくれる人はいませんでした 

【感想３】彦坂さん、キャッチコピーを考えるのマジ天才！スピード感重視でやっていきま 

す！ 

【感想４】彦坂さんの引き出しの多さに改めて圧倒！気持ちを切り替えてがんばります！ 

【感想５】彦坂さんはシンプルに考えて余計なことをせず、波動も高いなと実感！ 

【感想６】自分の手から離せる導線を組んでくださるので、負担は少なくなり稼ぎは増え 

る。これぞ自動化のプロ！無理なく続けていける形が最高です！ 

通話でのコンサルティングは期間内は月１回まで 使う事が出来ます。 

zoom通話コンサルは、３つの希望日時をメッセージ頂くことで予約が可能です。急ぎの場合 

は、そのままチャット頂いて、タイミングが合えば、そのままzoom通話コンサルを受けるこ 

とも可能です。 

(※グルコンClubは、こちらは付きません。) 

累計売上１00万円まで 

コンサルティング延長保証 

コンサルClubでは、商品の作成と毎月継続的に売れる仕組みを作って頂き、さらにライフスタイルを充実 

して貰う事を目標にしています。 

ですから、累計売上１00万円の無期限延長保証というのはおまけで、 あくまで見込み客集客スキルを身に 

つけて頂きたい思っています。 

累計売上100万円のコンサルティング無期限延長保証は、スタートから、月１回の音声コンサルティング 

を受ける事が条件になりますのでご了承下さい。 

■ 「コンサルCLUB」 ：決済時から１２ヶ月間 

受講期間：決済時から１年間 

高単価商品作成× 自動 化 を目標とする通話コンサルが 使える！ 「グルコンCLUB」の全てが含まれ 

ます。 

特典：累計売上１００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※決済時から月１の通話コンサル受講が条件) 

※学費 

【銀振】 

・１００万円(税抜)のところ、 

・振り込み一括特典：９０万円(税 抜 ) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１００万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

※ 当日 決済特別特典：「税別 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 １００万円(税込)のところ、 

・振り込み一括特典：９０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１００万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、AMEX、 Diners 

「コンサルCLUB」に参加する 

facebook＆Instagram広告、ASP集客で 
毎日の見込み客集客を 加速させませんか？ 

List Mining Club 

コンサルタントとして、メルマガ読者さんをリストと呼ぶのは気が引けますが、今回は便宜上、メ 

ルマガ読者さんをリストと呼ばせて頂きます。。 

いかがだったでしょうか？ 

毎日５０リストとは言いません！！１日たったの１０～３０リスト位は、起業家を名乗る以上は集 

客したいですよね？ 

■facebook広告は１リスト４１１円で１日７４リスト集客 

※facebook広告取得リストの一部 

・１日のメルマガ取得データ↓ 

１リスト取得単価３００円台を連発し、業界平均の７分の１の広告費と驚異の数字。LPのメルマガ 

登録率がなんと５０％を超える。あなたも成約率の高いLP制作スキルを身に着けませんか？ 

■facebook広告は１リスト５１６円で１週間で２７１リスト集客 

・１週間のFacebook広告のデータ↓ 

↑上記は、直近１週間のデータですが、メルマガ１リストの取得単価が４００円台です。業界平均 

の５分の１の単価で取れているのは、登録率の高いLP制作スキルが大きな要因です。 

ぐんぐん集まる集客LPの作り方も、教えています。 

■facebook広告のみで１００００リスト集客 

■ASPは年間２０００リスト集客 

■ クライアントさんの号外広告の成果報告 

■LPがシェアされる仕掛け 

言い方を変えれば、 『行列の出来る起業家』と言っても良いかもしれませんね！！ 私がやった事と 

いえば、集客の本質を理解した上で、集客につながる仕掛けをいくつも施しただけです。 

「コンサルCLUB」の全ての環境を提供 

「List Mining Club」のメンバーには、 

「グルコンClub」「コンサルClub」の全てのコンテンツをプレゼントします！ 

コンサルの範囲 

「List Mining Club」のメンバーには、 

「コンサルCLUB」の全て範囲にプラスして下記の添削もやっていきます！ 

LPの添削 

クリエイティブ動画・画像、広告文の添削 

広告セット、数字などの添削とアドバイス 

ASP設定やキャンペーン文章の添削とアドバイス 

ブログ、ステップメール添削 

カリキュラム内の添削 

LMC生限定月１回の 

zoomグループ広告シェア＆コンサル 

LMCでは、全体での月１のグループコンサルに加え、月１回で広告に関するシェア＆グルー 

プコンサルを開催して行きたいと思います。日々のテスト結果、成果報告、失敗談、質問等、 

結構ラフに楽しくやっています。 

今の時代に合わせて成果の出ている広告や、広告代理店さんからの最新情報等も、積極的にシ 

ェアしています。 

累計売上300万円まで 

コンサルティング延長保証 

List Mining Clubでは、集客に豊かになって頂き、さらにライフスタイルを充実して貰う事を 

目標にしています。 

ですから、累計３00万円の無期限延長保証というのはおまけで、 あくまで見込み客集客スキ 

ルを身につけて頂きたい思っています。 

累計売上300万円のコンサルティング無期限延長保証は、決済時から、月１回の通話コンサル 

ティングを受ける事が条件になりますのでご了承下さい。 

LMCカリキュラム 

１日５００円からスタート出来る 

facebook、Instagram広告 

広告のマインドセット 

facebook広告準備編 

facebook広告出稿実践編 

facebook広告出稿ケーススタディ 

Facebook広告運用最新情報 

アカウントやビジネスマネージャーBAN対策 

最近情報を随時シェア 

今、最も低単価でメルマガ集客が出来ると言われているfacebook広告。 

そして、 facebook広告での集客はとにかく売れます！反応がとても良いのです！ 

実はあなたが突き抜けるには、広告が最も重要だと行っても過言じゃありません。 

この広告のマインドセットを身につけると、あなたが望むだけの収入を手に入れる事が出 

来る様になります。それも、かなりのスピードで。 

もし、あなたがもの凄いスピードで、年収３０００万円、５０００万円、１億円と望むの 

であれば、是非、LMCにご参加下さい。 

「購入者リストに近い属性だけを集客する方法とは？」 

「既存の獲得リストには広告しない様にする設定方法とは？」 

「サンキューページにアクセス解析を入れる事で最適化する方法とは？」 

「広告画像を他者より圧倒的に目立たせる方法とは？無料で出来ます！ 

一切、無駄なくテストをしながら最適化し、１リスト当たりの広告単価を下げていきま 

す。 

ASP運営 

ASPマスターメソッド 

メルマガ自動化 

facebook広告、号外、無料レポート、ブログランキング・・・ 

これらの集客網に依存した集客だけではこれからの時代かなりきつくなっていくでしょ 

う！ 

そこで、私が目を付けたのがASP運営術。 

現在、１人の読者さんの裏には５０人の人がいると言われている中で 

集客したい時に、自由に集客する事が出来るのがこのASP運営です。 

広告費も少なく、他人のレバレッジを自由自在に使いこなす 

１６２３人のアフィリエイトセンターさんを集客したASP運営術をあなたに継承しましょ 

う。 

これからは１人１ASPの時代。 

「いかにして、質の高いアフィリエイターさんを集めればいいのか？」 

「不正対策は？」 

「効率的なスクリーニング方法とは？」 

時代の波にのまれない為にも必須スキルになります。 

バイラル集客の仕組み 

アクセスアップ 

リストがリストを呼ぶ仕組み 

公式LINE増殖の仕組み 

「読者さんが読者さんを自然と連れてきてくれるステップメール構築方法とは？」 

「ステップメール×SNSを組み合わせる事で、プロパガンダ効果抜群の方法とは？」 

「常に他人のレバレッジを意識した仕組み作りとは？」 

「あるランキングサイトで一瞬にして１位を獲得し、リストを獲得しまくった仕組み作り 

とは？」 

「彦坂があるサイトにシェアされている事でリストを獲得し続けている秘密とは？」 

この仕組を組み込むだけで、通常の１．３倍のスピードでメルマガ集客が増えていきま 

す。 

ボーナス 

リッチライフクリエイトシステム解体新書 

ファネルと自動化 

メルマガ自動化 

彦坂式ブランド型自動化システム 

実績作りから情報発信のながら 

通話クロージング 

フット・イン・ザ・ドア 

メルマガ自動化月利１０００万円達成ケーススタディ 

元不動産営業のトップセールスマンとして働いていた私。 

１０年間で都心の不動産を売買した数は５００件以上！ 

内見その日に不動産を買って貰ったり、売って貰ったりする事は、日常茶飯事でした。 

しかも、その早い仕事ぶりは、とても感謝されました。 

一瞬で悩みや不安を解決し、さらに欲求を満たすWinWinな関係を築く 

彦坂オリジナルのクロージング方法をあなたに伝授します！ 

さらに、一切、売り込み臭を消したフット・イン・ザ・ドアテクニックをあなたに継承し 

ます。 

これは、ステップメールやメルマガ、プロモーション、通話やリアルでも使える 

魔法のテクニックです。 

相手の欲望を満たしてあげるだけで、購入者さんは喜びながら 

いつの間にか決済をしてしまうナチュラルクロージング方法を暴露しちゃいます。 

クライアントさんに感謝されながら、Win−Winな関係を築いていきませんか？ 

(内容は変更になる場合があります。) 

広告で見込み客の集客を加速させる 
List Mining Clubの学費は？ 

List Mining Clubでは、広告を使って見込み客集客を加速させるスキルを身につける事が目標です 

ね！ 

最新の集客の情報シェアは頻繁に行っていきます。 さらにLMCメンバーと、 

意識の高いメンバーばかりですので、ここで素晴らしい仲間と出会うかもしれませんね！ 

■List Mining Club 

受講期間：決済時から１２ヶ月間 

「グルコン Club 」「コンサル Club 」の全てが含まれます。 

特典：累計売上３００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※決済時から月１の通話コンサル受講が条件) 

※学費 

【銀振】 

・１３５万円(税 抜 )のところ、 

・ 振り込み一括特典：１２０万円 (税 抜 ) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１３５万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

※ 当日 決済特別特典：「税別 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 

・１３５万円(税込)のところ、 

・ 振り込み一括特典：１２０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１３５万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

「List Mining Club」に参加する 

この５つに当てはまる人は 
ゼッタイに参加しないで下さい！ 

企画に参加するにあたって、以下の５つに当てはまる場合は参加しないで下さい！ 

【注意１】：マナーのない人 

コミュニティ内で、個人やコミュニティを誹謗中傷したり、他人を傷付ける発言をされた場合や 

悪意を持って荒らし行為をされた場合は、厳重注意後、改善されない場合はコミュニティから退出 

して頂きます。 

また、言葉遣いや挨拶など、最低限のマナーが守れない人も参加を禁止します。 

真剣にビジネスをやりますので、当然、タメ語も禁止です。 

【注意２】：私、彦坂が嫌いな人 

ここまで、私とお付き合いしてきて、私の事がどうしても好きになれない場合は参加を遠慮して下 

さい。 コンサルティングをする以上、お互い結意義な時間が過ごせませんので。。 むしろ、メルマ 

ガも解除して下さい。 

【注意３】：実践せずに成果を求める人 

実践せずに成果が出る思っている場合は、参加を遠慮して下さい。 

最初から楽して成果が出る訳ではなく、売れる自動化の仕組みと見込み客を集客出来る仕組みを作 

る事で、継続的に集客出来る様になります。 本商品に示された表現には個人差があり、必ずしも利 

益や効果を保証したものではございません。 

【注意４】：教材の配信期間が納得出来ない人 

コンテンツは消化不良を防ぐ為、１２ヶ月間に渡って配布します。 

受講期間に関しては、 決済時から１２ヶ月間 です。 

【注意５】：ヒステリックでクレーマー気質な人 

ヒステリックでクレーマー気質な人も、絶対に参加を遠慮して下さい。 そもそもこういう人のコン 

サルはお互い疲弊するだけですし、コミュニティの仲間に迷惑が掛かりますので、 絶対に参加しな 

いで下さい。 

またコンサル時に、エネルギーを吸い取る様な受け方をする人や参加費がしっかり払えない人もご 

遠慮下さい。本商品は一括のプロダクトになりますので、途中での退会、未払い、返金等は出来ま 

せんので、予めご了承下さい。 

残りの人生を圧倒的な自由時間で 
埋め尽くしませんか？ 

そもそも自動化実践プログラムという企画をやろうと思ったのは、こんな背景があります。 

１０年前の私は、時間も余裕もないカッコ悪い人間でした。 既に副業でメルマガをやっていた私 

は、小銭しか成果の出ない貧乏アフィリエイターだったのです。 

しかしながら、今では ステップメールやステップLINEの自動化による仕組みを構築した事で、毎月 

継続的に売上が立つ様になり、 また、メールを書けば４０００万円の売上を上げる事が出来る様に 

なり、そして 圧倒的な自由時間を手に入れる事が出来る様になりました。 

家族とハワイや沖縄に行ったり、クライアントさんと京都や大阪、千葉、江ノ島など全国に合宿に 

行って自動化の仕組みを作りながら美味しいものを食べたり、キャンプに行ったり。 

とにかく、毎日が楽し過ぎます。 

ですから、１０年前の自分がもし、覚悟をもってビジネスに取り組もうとしてないのであれば、 こ 

う言って、ケツを蹴飛ばしてやりたい訳です。 

「 もっと本気で、自分の人生を生きようぜ！！」 ってね。 

自分の事すらも幸せに出来ない奴が、家族や大切な人を守る事なんか出来っこないですからね！ 

もしあなたが、覚悟を持って自動化実践プログラムの環境に飛び込んで、行動して頂けるのであれ 

ば、 あなたの成長はお約束しましょう！ 

もう、これ以上先延ばしにするのはやめて、 残りの人生は自分の為に、そして大切な人の為に生き 

てみませんか？ 

自動化実践プログラム の 

３コース もう１度ご確認下さい を 

商品作り ＋ 自動化 

グルコンCLUB 

安心の環境 

参加型Facebookグループ 

輪を広げる SNSシェア環境 

アドバイスフォーラム 

質問フォーラム 

パソコン教室フォーラム 

月１回のzoomグループコンサル 

セミナー、イベント、合宿 

(※コロナでzoomになる可能性あり) 

オリジナルブランドを作る為のワーク 

現状と目標の把握 

理想のお客様を引き寄せるペルソナの設定 

ペルソナが響くストーリー１５の洗い出し(情報発信の核) 

ペルソナが響くキャラクターの設定 

ペルソナが響くコンセプトメイキング 

あなただけのマーケティングフロー戦略を書いてみよう 

あなたの強みを押し出した売れるキャッチコピーを作る為の５ステップワーク 

あなただから選ばれるポジショニング 

売れるLPのキャッチコピーの作り方 

商品作成マスターパック 

集客の仕組みの全体像 

売れる商品の作成方法 

コミュニケーション系の商品作成ケーススタディ 

健康系の商品作成のケーススタディ 

スキル系の商品作成のケーススタディ 

スピリチュアル系の商品作成のケーススタディ 

総合力を身につける１０マスターメッソッド 

マインドマスターメソッド 

コンセプトメイキングマスターメソッド 

ブランディングマスターメソッド 

メルマガ集客マスターメソッド 

ワードプレスマスターメソッド 

コピーライティングマスターメソッド 

マーケティングマスターメソッド 

セールスマスターメソッド 

コンサルティングマスターメソッド 

アナライジングマスターメソッド 

６つの自動化マスターパック 

ステップメール型 

LINEステップ型 

動画ローンチ型 

ウェビナーローンチ型 

プロモーションリメイク型 

ライブローンチ型 

特典 

彦坂愛用メルマガシステムのマイスピーの １ヶ月使用料無料券プレゼント 

メルザップアフィリエイトVIP報酬単価設定権利 

■ グルコンCLUB 

受講期間：決済時から１２ヶ月間 

商品作成×自動化を目標とするコミュニティ、月１回のzoomグループコンサルが受けられ 

る！ 

※学費 

【銀振】 

・５５万円(税抜)のところ、 

・振り込み一括特典：５０万円(税 抜 ) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：５５万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

※ 当日 決済特別特典：「税 抜 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 

・５５万円(税込)のところ、 

・振り込み一括特典：５０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：５５万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

「グルコンCLUB」に参加する 

商品作り ＋自動化＋個別コンサル 

コンサルCLUB 

安心の環境 

「グルコンClub」の全て 

マンツーマンコンサルが受けられる通話コンサルティング(月１回まで) 

あなた専用オリジナルの音声ファイルコンサルティング(無制限) 

■ コンサルCLUB 

受講期間：決済時から１２ヶ月間 

高単価商品作成× 自動化 を目標とする通話コンサルが 使える！ 「グルコンCLUB」の全てが含 

まれます。 

特典：累計売上１００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※決済時から月１の通話コンサル受講が条件) 

【銀振】 

・１００万円(税 抜 )のところ、 

・振り込み一括特典：９０万円(税 抜 ) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１００万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、AMEX、 Diners 

※ 当日 決済特別特典：「税抜 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 

・１００万円(税込)のところ、 

・振り込み一括特典：９０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１００万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、AMEX、 Diners 

「コンサルCLUB」に参加する 

見込み客集客を加速させる 

List Mining Club 

環境 

「グルコンClub」「コンサルClub」の全ての環境を提供 

LMC限定の月１回のzoom広告グループシェア＆コンサル 

LMCカリキュラム 

facebook、Instagram広告 

・広告のマインドセット 

・facebook広告準備編 

・facebook広告出向実践編 

・facebook広告出稿ケーススタディ 

ASP運営 

・ASPマスターメソッド 

・メルマガ自動化 

バイラル集客の仕組み 

・アクセスアップ 

・リストがリストを呼ぶ仕組み 

・公式LINE増殖の仕組み 

ボーナス 

・ リッチライフクリエイトシステム解体新書 

・ ファネルと自動化 

・ メルマガ自動化 

・ 彦坂式ブランド型自動化システム 

・ 実績作りから情報発信の流れ 

・ 通話クロージング 

・ フット・イン・ザ・ドア 

・ メルマガ自動化月利１０００万円達成ケーススタディ 

■ List Mining Club 

受講期間：決済時から１２ヶ月間 

「グルコン Club 」「コンサル Club 」の全てが含まれます。 

特典：累計売上３００万円を達成するまでコンサルを延長保証！ 

(※決済時から、月１の通話コンサル受講が条件) 

【銀振】 

１３５万円(税 抜 )の所、 

・振り込み一括特典：１２０万円(税 抜 ) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１３５万円(税抜) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

※ 当日 決済特別特典：「税抜 税込」でご参加頂けます。 

【銀振】 

１３５万円(税込)の所、 

・振り込み一括特典：１２０万円(税込) 

【 カード 】 

・一括〜１２分割：１３５万円(税込) 

(月の分割カード枠があれば可能) 

※対応カード：VISA、MasterCard、JCB、Diners 

「List Mining Club」に参加する 

彦坂盛秀のプロフィール 

株式会社リッチライフクリエイト 代表取締役 

・集客の自動化の専門家 

・第１回マイスピー活用コンテスト大賞受賞 

・第３回マイスピー活用コンテスト優秀賞受賞 

・第１７回e-book大賞最優秀賞受賞 

・実績者を１００名以上輩出 

・愛知県出身、横浜在住。２児のパパ。 

会社員時代は１０年間不動産売買の営業にてトップセール 

スマンとして活躍。青山や表参道の物件など、富裕層を中 

心に累計５００～７００件以上の売買を成約。リストマーケティングを活用し、最小の努力で最大 

の成果を出す戦略的な仕組み作りを当時から体現。 

独立起業して、コンサルを受けて本格的にリストマーケティングを学んでからは、 

・たった７通のメルマガ自動化で毎月安定的に集客出来る様になったり 

・１プロモーション売上４０００万円達成し、内６０％がリピーターさんだったり 

・１商品で１億円以上売れるヒット商品を複数生み出す事が出来る様になったり 

・家族でハワイに２週間いる間に、完全自動で４００万円売れたり 

・風邪で１週間寝込んでいる間に、完全自動で５００万円売れたり 

・半自動化で５ヶ月連続で月収１０００万円を達成できる様になる。 

さらに、これらの『自動化の作り方』をクライアントさんに全力で教えた所、これまで１００人以 

上の実績者を輩出。「自動化のスペシャリスト」「成果を出させるのが得意な起業家さん」「メル 

マガ集客の第一人者」と多くの起業家さんから称賛の声を貰う様になる。 

追伸 

コンサルティングの質を落としたくありませんので、決済ベースで定員に達し次第 

決済リンクを削除するかこのページを削除させて頂きます。 

この価値でこの参加費で、コンサルコミュニティ企画を提供するのは、 これが最初で最後になりま 

すのでご了承下さい。 

次回、私自信が直接指導するコンサルコミュニティ企画をやるか分かりません のでご了承下さい。 

私やクライアントさんが手に入れたものは、 

・メンター 

・仲間 

・正しいマーケティング 

だけです。 

あとは、覚悟を持って行動して頂ければ、 １２ヶ月間で大きく成長する事が出来るでしょう！ 

もしあなたが、残りの人生を自分の為、そして大切な人の為に生きると覚悟があるのであれば 

下記フォームより参加の意思を私に教えて下さい。 

カード決済の方 は、お申込み直後に決済ページが開きますので、カード情報をご入力の上、決済を 

行って下さい。【決済完了】のメールより購入者通信をご登録ください。 

お振り込みの方 は、お申込み直後の自動返信メールにて、お振込先をお知らせします。遅滞なくお 

振込を完了させ、そのメールに返信してください。確認でき次第、【決済完了】のメールをお送り 

させて頂きます。 

「グルコンClub」に参加する 

「コンサルClub」に参加する 

「List Mining Club」に参加する 

※この価値でこの参加費での募集は二度とやりません！ 

※個別で相談があればチャット下さい。 

SkypeID: morihide-hikosaka 

LINE ID: @kgb9151s (@をお忘れなく) 

特定商取引に基づく表示 規約 

https://m-hico.com/lp/toujitsu
https://getfireshot.com
https://c1k.jp/p/r/CzqRQpEH
https://c1k.jp/p/r/qsDMXhpI
https://c1k.jp/p/r/UsJk8Zpg
https://c1k.jp/p/r/CzqRQpEH
https://c1k.jp/p/r/qsDMXhpI
https://c1k.jp/p/r/UsJk8Zpg
https://c1k.jp/p/r/CzqRQpEH
https://c1k.jp/p/r/qsDMXhpI
https://c1k.jp/p/r/UsJk8Zpg
https://m-hico.com/gazou/tokushou
https://m-hico.com/pdf/gouikiyaku.pdf

